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胸膜肺全摘を行い長期無再発生存が得られた悪性胸膜中皮腫の 1 例
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要旨：症例は，58 歳の男性．脳梗塞の治療中に，6 個の限局した腫瘤を右胸腔内に認めた．胸腔鏡下腫瘍生
検で悪性胸膜中皮腫の診断が得られ胸膜肺全摘を行った．個々の腫瘍に連続性がなく，腫瘍間の胸膜には中
皮腫の広がりを認めず，孤立性に存在していた．術後放射線療法（45 Gy）を行い，再発を示唆する所見な
く 7 年が経過している．病変が多発しながらも無再発で長期生存が得られた悪性胸膜中皮腫はまれで，胸膜
肺全摘術を用いた集学的治療の有用性が示唆されたため報告する．
キーワード：悪性胸膜中皮腫，長期生存，胸膜肺全摘，集学的治療
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緒

入院時現症：身長 170.0 cm，体重 68.7 kg．血圧 132/70

言

mmHg．脈拍 70/min・整．体温 36.2℃．胸部聴診上異

悪性胸膜中皮腫は，石綿曝露が原因と考えられる予後

常なし．腹部は異常所見なし．表在リンパ節を触知せ

不良な疾患である．集学的治療実施後の生存期間中央値

ず．神経学的異常所見を認めない．四肢・皮膚に異常を

は 18.4ヶ月，無増悪生存期間中央値は 13.9ヶ月とされ ，

認めない．

1）

長期生存は期待できないことが多い．今回，右胸腔内に

一般検査所見：血液検査，尿検査は異常所見なし．腫

孤立性に多発した悪性胸膜中皮腫に対し胸膜肺全摘と術

瘍マーカーは癌胎児抗原＜2.0 ng/ml，サイトケラチン 19

後放射線療法を行い，再発なく 7 年以上の無再発生存期

0.8 ng/ml と正常範囲内であった．

間を得た 1 例を経験したので報告する．

症
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胸部 X 線写真：右肺野に多発する腫瘤陰影を認めた
（図 1A）．
胸部単純 CT：右胸腔内の胸壁に接する境界明瞭で内

患者：58 歳，男性．

部は比較的均一な腫瘤性病変を 6ヶ所に認め，うち最大

受診動機：胸部異常陰影．

径は 52 mm であった（図 1B）．胸膜外徴候を認めたが胸

既往歴・家族歴：特記すべき事項なし．

壁外進展や横隔膜筋層，肺実質への浸潤を示唆する所見

既往歴：脳梗塞（51 歳，58 歳時）
，高血圧症．

を認めなかった．縦隔，肺門リンパ節の腫大，胸水貯留

喫煙歴：20 本/日（20〜58 歳）
．

は認めなかった．

職業歴：19 歳から 58 歳まで建築業に従事，石綿曝露
歴あり．
現病歴：2007 年 2 月，脳梗塞発症を契機に近医で胸部
異常陰影を指摘され，当院に精査目的に入院した．

Fluorodeoxyglucose positron emission tomography
（FDG-PET）
（図 1）
：単純 CT で認めた腫瘤病変に一致し
て集積亢進を認めた（C）［最大 standardized uptake
value（SUV）＝12.5］．そのほかには集積亢進を認めな
かった．
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ら 8 日後に右胸膜肺全摘を行った．
手術所見（図 2）
：生検時に第 5 肋間に造設したポート

胸膜肺全摘を行い無再発で長期生存した悪性胸膜中皮腫

図 1 （A）胸部 X 線写真．右肺野に多発する腫瘤陰影を認めた．（B）胸部単純
CT．右胸腔内の胸壁に接して，境界明瞭で内部は比較的均一な腫瘤性病変を認
め，胸壁からの立ち上がりはなだらかで胸膜外徴候を呈していた．
（C，D）CT
で認めた腫瘤性病変．いずれの部位にも一致して集積亢進を認めた（最大 SUV
＝12.5）．

図 2 （A）胸腔鏡下生検．壁側胸膜に腫瘍を認め，肉眼的に連続した病変や各腫瘍間の胸
膜にはプラークや播種病巣を認めなかった．
（B）
一部の腫瘍は臓側胸膜との癒着を認め
た．（C）全摘出した右胸膜肺．腫瘍の突出を認めるが，各腫瘍は非連続性で，胸膜プ
ラークや播種を認めなかった．
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図 3 （A）Hematoxylin-eosin（HE）強拡大像（対物 10×）
．上皮様細胞のシート状増殖
を認めた．（B）HE 強拡大像（対物 10×）
．紡錘形主体の腫瘍細胞が錯綜して増殖する
像を認めた．（C）Calretinin（対物 10×）
．びまん性に陽性像を示す．

部位を肋間筋ごとくり抜き，後側方開胸を行った．創を

過しているが，再発を示唆する所見なく外来通院を継続

前方に S 状に切り下げて季肋部まで切開し，右胸膜肺全

している．

摘と縦隔肺門リンパ節郭清を行った．気管支断端を有茎
広背筋弁で被覆し，横隔膜はゴアテックスソフトティッ
シュパッチで再建した．心膜上の壁側胸膜を剥離できた
ため，心膜切除は行わなかった．

考

察

本症例は，多発病変を呈した悪性胸膜中皮腫の 1 例で，
胸膜肺全摘と術後放射線療法を行い 7 年以上の無再発期

病理結果（図 3）
：画像検査で認めた 6 個の腫瘍は肉眼

間が得られた．術前に指摘された 6 個の腫瘍は，大小不

的に連続しておらず，各腫瘍間の胸膜にはプラークや播

同だが組織学的に均一な像で，免疫染色の所見からも悪

種病巣を認めなかった．腫瘍は壁側胸膜から結節状で圧

性胸膜中皮腫に矛盾しない所見であった．

排性に増殖し，内部に壊死巣が散見され，上皮様細胞の

悪性胸膜中皮腫は，壁側胸壁に mesothelioma

シート状増殖（図 3A）とともに，紡錘形主体の腫瘍細

として発生し2），初期に顆粒状腫瘍が非連続性に多発す

胞が錯綜して増殖する像を認めた（図 3B）
．免疫染色で

るが画像で確認することは困難である3）．腫瘍の進行，

は，カルレチニン（calretinin）はびまん性に陽性で（図

増殖に伴い画像所見で多発結節をしばしば呈するが，胸

3C）
，ポドプラニン（podoplanin）
，AE1/AE3 のほか，

膜に沿って進展していく不整な胸膜肥厚が，病状進行と

ビメンチン（vimentin）
，WT-1 が陽性であった．TTF-

ともに胸郭周囲を取り巻くような腫瘍を呈するものが典

1，CEA は陰性であった．以上より悪性胸膜中皮腫二相

型的である．これらはびまん性悪性胸膜中皮腫とされ4），

型と診断した．腫瘍はそれぞれ線維性被膜で被包化さ

その多くは各結節が連続したびまん性の浸潤を伴ってい

れ，一部の腫瘍は，臓側胸膜と癒着して被膜を越えて胸

る．本症例では各腫瘍が肉眼的に非連続性に多発してい

膜直下の肺への浸潤を認めた（図 2，矢印）が，肉眼上

たため，個々の腫瘤が限局型悪性胸膜中皮腫である可能

は腫瘍間の胸膜に中皮腫の広がりを認めなかった．郭清

性も考えた．浅野ら5）は，非連続性に結節影が多発した

したリンパ節に異型細胞は認めなかった．術後病期診断

悪性胸膜中皮腫を報告しており，個々の腫瘤が限局性に

は pT2N0M0 であった．

発育している可能性も考えられたが，各腫瘍の間の胸膜

術後経過：経過は良好で，52 日目より右全胸腔に 45

に顆粒状を呈する中小の腫瘍を広範に認め限局型とは考

Gy/25 Fr の放射線照射を行った．その後，脳梗塞の一時

えにくいものであった．川辺らは，胸水や胸膜肥厚を認

的悪化のため化学療法は行わなかった．手術後 7 年が経

めない多発結節性病変を呈した悪性胸膜中皮腫症例を報

胸膜肺全摘を行い無再発で長期生存した悪性胸膜中皮腫

告しており6），びまん性悪性胸膜中皮腫とは異なり非典
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Abstract

A long-term-survivor of multiple malignant pleural mesothelioma with multiple nodules
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A 58-year-old man was found to have 6 masses localized in the right thoracic lesion during a treatment of
brain infarction. A video-assisted surgical biopsy specimen of the mass showed a malignant pleural mesothelioma. Extra-pleural pneumonectomy and lymph node dissection（ND2A）were performed followed by radiation
. No microscopic evidence of metastasis and diffuse pleural spread was found in the resected
therapy（45 Gy）
specimen. The patient has been alive without findings of recurrence over 7 years and was a rare case of malignant pleural mesothelioma with multiple nodules.

